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気仙沼の市民活動フリーペーパー

まちの話題

団体の活動をセンターからお伝えします。
「取材に来てほしい」「この団体について教えてほしい」などが
ありましたら,お気軽にセンターまでお問い合せください。

気仙沼市民活動支援センター 主催

/ みやぎNPOプラザ 共催

NPO・市民活動団体のための

「会計税務相談会」を開催しました！
当センター主催の「NPO・市民活動団体のための会計税務相談会」 を1月20日(水)
に開催しました。みやぎNPOプラザの協力のもと、昨年に引き続き2度目の開催とな
りましたが、今年は新型コロナウイルス感染症対策として、オンラインでの実施とな
りました。講師には、税理士の平野由紀子先生をお願いし、申し込みのあった3団体
講師の平野先生
が会計や税務に関する困りごとについて相談を行いました。
日常的な会計に関する質問や法人税、消費税に関する質問など、事前に団体から提出された資料を
基に、先生からのアドバイスをしていただくと共に、税務以外の法人設立に関した質問では、同席し
たみやぎNPOプラザの方からも設立までに団体内で協議するポイントなどについて、アドバイスを
受けました。 参加団体からは、「オンラインでもあまり不自由は感じなかった」「細かい点まで答え
ていただき助かった」「今後も定期的に開催してほしい」などの感想が寄せられ
オンラインでも満足いただけるものとなりました。コロナ禍の状況ではあります
が、オンラインも活用しながら皆さんの活動に役立つ講座などが開催できればと
思っています。
今月17日には、「資金調達の個別相談会」を予定しています。資金集めについ
てのアドバイスをいただける機会となっていますので些細なことでもお気軽にご
相談下さい。皆さんの参加をお待ちしています。

資金調達の個別相談会

～団体の資金確保について相談してみませんか？～

2 17

日時： 月
日（水）9：30～15：30
参 加 費：無料
（1団体1時間程度）
申込み方法：同封の申込用紙に記入の上、FAXやメールで
定員：4団体（※要事前申込み））
お申し込み下さい。
対象：気仙沼市内のNPOや市民活動団体等
電話でお申込みの際は
会場：オンライン（zoom)
「団体名・連絡先・希望時間・相談内容」
使い方がわからないときは、センター
を当センターまでお知らせください。
においでいただき行います。
申込み締切：2月10日（水）

【発行】気仙沼市民活動支援センター 気仙沼市役所ワン・テン庁舎1階 震災復興・企画部 地域づくり推進課内
TEL : 0226-22-6600(内線335) FAX : 0226-24-1226
Mail : k.npokk@gmail.com URL : http://www.k-macs.ne.jp/~k-npo
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団体の活動をセンターからお伝えします。
「取材に来てほしい」「この団体について教えてほしい」などが
ありましたら,お気軽にセンターまでお問い合せください。

主催：気仙沼市 /

企画・運営：東北学院大学

三峰地区

アクティブコミュニティ塾 第5期

アクティブコミュニティプラン発表会・閉講式
1月16日(土)、「アクティブコミュニティ塾 第5期 アクティブ
コミュニティプラン発表会・閉講式」を、気仙沼市役所ワン・
テン庁舎大ホールを会場に開催しました。当日は、一般の方々
にも発表を聞いていただく予定でしたが、新型コロナウィルス
感染対策として、受講生と関係者のみの参加となりました。
アクティブコミュニティ塾は、「知識や経験を活かして地域
発表の様子
で活躍する人材」の育成を目指す、人材育成プログラムです。
今回の発表会では、19名の受講生が、昨年8月から5か月間にわたる講義で学んだ成果として、
地域における自らの行動計画を発表しました。受講生同士が互いに協力し合う、塾を通して生ま
れたつながりを活かした計画が多く見られました。また、発表後には閉講式が行われ、19名の受
講生に修了証書が授与されました。
今回の発表の様子は、DVDに記録していますので、貸し
出しを希望される場合は、下記までお問い合わせください。

参加者の皆さん

【お問合せ】
市役所地域づくり推進課
T E L 0226-22-3409
MAIL chiiki@kesennuma.miyagi.jp

気仙沼防災教育推進委員会

防災マップ作りを支援しました！
気仙沼防災教育推進委員会は、市内小中学校で取り組む防災学習の支援をはじめ、各地区での防
災講座や防災マップの制作、自主防災組織結成やその育成支援など、学校や地域と連携した防災教
育の推進活動を行っています。
昨年11月からは、「宮城県自主防災組織育成・活性化支援モデル地区」となってい
る三峰地区において、市危機管理課と共に、防災マップの制作支援を行ってきました。
まずは、自分たちの暮らす地域の『まち歩き』から始め、歩きながらチェックした危
険箇所や避難場所、避難経路などの情報を地図上に落とし込み、防災上の課題や情報
共有など活発な意見交換を行いながら作業を進めまし
た。1月17日には完成したマップの発表を行い、掲載
内容を確認しました。
マップは地区内の全世帯に配布し、今後も改善を重 講師の栗原代表
ね、改訂版を制作する予定です。
同団体の栗原代表は「自主防災組織設立に向け、具体的な意見も
説明の様子
上がり、防災意識が高まった」と、今後が楽しみな様子でした。

地域の皆さん

気仙沼防災教育推進委員会
代 表：栗原 誠
T E L： 090-5841-8371
MAIL： kurihara.bousai ＠gmail.com /
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当センターでは、随時イベント情報を
募集しております。
お気軽にお問合せください！

イベント・講座案内板

気仙沼の未来を支えるこどもたちの、秘めている力を発揮できるチャンスの場を
作りたいと企画しました。地域のこどもたちが一生懸命取り組んでいる文化芸術を
見ていただき、住民の心の復興に努めてまいります。
③ワークショップ ※事前申込制
■日時：2月28日（日）10：30～14：30
・茶道ワークショップ 中ホール
（10：00 開場／10：30 開会式）
自分でたてたお茶をお菓子と一緒にいただけます
■会場：気仙沼市民会館
11：00/11：20/11：40/12：00/13：00/13：20/13：40
■申込み締切：2月8日（月）
■申込み方法：下記事務局までお問合せ下さい ・絵画ワークショップ ホワイエ
コラージュ（貼り絵）体験
①舞台発表 10：30～14：30 大ホール
Ⓐ11：00～12：30 15人 Ⓑ13：00～14：30 15人
※センター登録の、
「浪板虎舞保存会」「水木流ふみひろ会」
・フェルト・布細工ワークショップ ホワイエ
を含む計10団体が発表します！
オリジナルエコバック作成(好きなキャラクターをアップリケ)
Ⓐ 11：00～12：30 15人 Ⓑ13：00～14：30 15人
②書道の展示 11：00～14：30 中ホール
ご来場者には感染症予防対策から、マスクの着用、検温、連絡先の記入等をしていただきます。
また、コロナ感染状況により中止となる場合は三陸新報などにてお知らせします。

気仙沼市民活動支援センターよりお知らせ

「市民活動みつかるブック」の掲載団体を追加しました！
令和2年5月に発行した「2020気仙沼仲間づくりの市民活動みつかるブック」はお陰様で
たくさんのお問合せをいただき、「まちづくり通信 」令和2年10・11月号にて、追加掲載
団体の募集をしたところ、下記の団体よりご希望がありましたのでご紹介します。
今月号に登録団体の皆様へ追加紙面を同封しましたので是非ご覧下さい！
また、センターのホームぺージからも更新後のみつかるブックをご覧いただけますので、
是非ご活用下さい！

【追加掲載団体】
○まちづくり分野
特定非営利活動法人 ワーカーズコープ
メ・ケ・アロハ
○文化・芸術・社会教育分野
琴城流大正琴振興会気仙沼支部
○子どもの健全育成分野
一般社団法人 Omusubi

○保健・医療・福祉分野
特定非営利活動法人 日本ベトナム障がい者支援センター
特定非営利活動法人 セミナ～レ
○スポーツの振興分野
気仙沼市障害者スポーツ協会
○地域安全分野
気仙沼ライフセービングクラブ

【今後の追加掲載方法】
紙面配布については行いませんが、市民活動支援センターのホームぺージ等の
ウェブ上で随時更新を行います。
また、登録内容や代表者などに変更があった際はセンターまでご連絡下さい！
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気仙沼市民活動支援センターからお知らせ
宮城県共同募金会

赤い羽根共同募金

社会課題解決「みやぎチャレンジプロジェクト」助成事業
6年目となる「みやぎチャレンジプロジェクト」に今年は当センター登録の6団体が参加します。社会課題を
解決する必要性を広く県民にアピールしながら、その活動資金を調達するために、赤い羽根共同募金と一緒に
寄付の呼び掛けを行い、共同募金会を通じて、各団体の活動資金として助成されます。共感いただける活動が
ありましたら、ご協力をお願いいたします。

～寄付用途（事業内容）～
□一般社団法人 復興支援士業ネットワーク

□一般社団法人 気仙沼あそびーばーの会

行政による発達障害の支援はあるが、相談対応は2～
3ヶ月待ちの状態である。発達障害は、一見しただけで
はその特性や苦労がわかりにくく、親の育て方や本人の
努力不足などと誤解されやすい障害である。また、抱え
る困難、持ってる能力や個性、希望なども様々なため、
その人の特性や状況に応じた理解と支援が得られていな
いのが社会課題である。ましてや震災をうけてその生活
再建途上にいる方は大変なものがある。心身の発達で特
別な配慮が必要とされる児童への療育指導と、家族支援
相談会を実施し、各種団体、行政と連携しながら地域の
支援体制の充実を図っていきたい。

気仙沼市では震災をきっかけとして、子どもの貧困や
いじめが増加するなど、生きづらさや悩みを抱える子ど
もが増えた。また、親世代は経済的貧困や共働き家庭が
増え、日々の生活に余裕がなくなっており、子どもへの
目が行き届いていない。しかし、子どもを取り巻く現状
や子どもの声は社会・地域に認識されづらく、子どもの
心のケアや心心身の回復・健全な成長の場が必要となっ
ている。その場として、常設の遊び場「気仙沼あそびー
ばー」を通年運営し、社会問題の解決につなげたい。

□一般社団法人 かもみ～る
障がい者が地域の中で暮らすには、まちと人が元気で
なければ理解と協力が得られない。事業所を開設した気
仙沼駅前地区は、復興住宅などに引っ越してきた新住民
も、以前から住んでいる住民も高齢者が多い。また、若
い親子は仮住まいの意識で「我が町」への関心が低く、
自治会は発足したばかりで活動できていない状況にある。
地域の商店会や自治会、サポート団体等との協働による
市民対象のマルシェ活動、復興住宅集会所での交流サロ
ン活動、自然とふれあいながら野菜を育てる子育て支援
活動を通じて、福祉の向上と地域の活性化につなげ、誰
もがすこやかに暮らせるまちにしたい。

□子育て支援わくわくけせんぬま
子育てで孤立している親子をつなげることでお互いに
情報交換をし、一人で悩まず問題の解決につなげる。ま
た、先輩ママとの交流で、兄弟育児の様子や情報が得ら
れ第2子などを考えるきっかけになり、少子化を防ぐ。
同じ子育てママ同士やスタッフと話すことで、吐き出し
ができストレスが軽減され虐待防止につながります。フ
リースペースを拠点に親子をつなげる橋渡しをし、子育
て関連やイベントの情報提供、相談事業を継続していき
たい。

□一般社団法人 プレーワーカーズ
気仙沼の子どもは豊かな自然に囲まれながらも、自然
には触れていません。2018年の調査では小学生の53％は
「外で遊ぶことは1週間のうち0日」と答えました。
「遊び」は子どもが主体となる時間であり命の土台です
が、遊びの選択肢は現代の社会に狭められています。私
たちは遊び場「プレーパークけせんぬま」を開催し、自
由に思いっきり遊んで「力を抜いた自然な自分」が出せ
る子どもの居場所づくりを行っています。遊びの貧困に
立ち向かう活動に、ぜひ応援よろしくお願いします。

□階上地域まちづくり振興協議会
震災から10年目となり都市部はもちろん、被災地でも
年々東日本大震災の出来事が記憶から忘れられ風化が進
んでいる。震災を知らない子どもたちをはじめとして、
震災を経験していない地域の方々に震災の教訓を伝え、
災害から生命をつなぐための語り部を次世代へ残したい。
そのひとつとして、震災時8名もの命を救い地域で震災
遺構的な役割を担っている「旭崎の欅」の樹勢回復処置。
旧杉ノ下地区等の震災を伝承する場所の環境整備と案内
看板の設置を行う。
締切日：2月28日（日）
寄付方法：センターに郵便局用振込用紙がございます。
また、他の方法については下記の
ホームページよりご確認下さい。

【各団体の事業内容や詳細はこちらからご覧下さい！】 http://akaihane-miyagi.or.jp/challenge

編集後記

1月20日に、センター主催「会計税務相談会」を行いました。今年度初の開催で、しかもオ
ンラインという初めて尽くしで不慣れな対応でしたが、参加の皆様ありがとうございました。
2月には「資金調達の相談会」を開催します。皆様のお申込みお待ちしております！

